
公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 平成２９年度第１回理事会会報 

 

開催日時：平成２９年５月１３日（日）１７時００分~１８時５０分 

開催場所：公益社団法人岐阜県診療放射線技師会事務所 

出席者 ：安田鋭介、小野木満照、橋本利彦、竹島賢治、浅野宏文、楳田雄大、加藤秀記、

豊田幸恵、杉浦明弘、前野直人、萩野英俊、井上康弘、伊東徹、中村学、 

丹羽文彦、末松太、成瀬徹、西野直樹  各理事 

福山誠介、野倉敏久  両監事 

欠席者 ：杉野幸秀、多湖博史  各理事 

 

 

議事 

 １）その他 

ア．平成２８年度第５回理事会議事録確認 

   ・第５回理事会議事録について、一同に諮ったところ、全会一致で承認された。 

 

 ２）会長報告                           安田鋭介理事 

  ア．本会について 

   ・平成２９年度事業計画、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載し

た書類を行政庁に提出（平成２９年３月３１日に電子申請）完了した旨の報告が

なされた。 

・新しいホームページの立ち上げと旧ホームページからの切り替えを平成２９年４

月１日付で行ったとの報告がなされた。 

・岐阜医療科学大学平成２９年度入学式（平成２９年４月４日関市文化会館）への

出席したとの報告がなされた。 

・岐阜県庁から委託された「女性の健康支援事業」の委託業務完了届を実績報告書、

経費請求書を添えて提出したとの報告がなされた。 

・平成２９年度診療放射線技師業務に関する調査依頼について、日放技が行う診療

放射線技師の仕事を正しく評価し、最新の業務量の把握と分析を目的としたアン

ケート調査を受けて、県内の診療施設に参加協力を依頼したとの報告がなされた。 

・第６８回通常総会の会告について、期日を平成２９年６月１１日（日）１０：０

０～、場所は岐阜医療科学大学早緑ホールにて第６８回通常総会を開催する。 

  イ．日本診療放射線技師会について 

   ・日放技中澤靖夫会長の退官記念祝賀会に祝電を送信したとの報告がなされた。 

・日放技創立７０周年を記念して本会より推薦した厚生労働大臣表彰候補者の表彰

決定通知を受けた。授賞式は平成２９年６月２日午後２時から、場所はパレスホ



テル２階「葵」。 

・本会より推薦した日放技地域役員等の功労表彰候補者の表彰決定通知を受けた。

授賞式は、地域の学術大会または記念事業等で行う。 

・各都道府県医療事故調査等支援団体連絡協議会への参加要請について、医療法施

行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項において、医療事故調査等支

援団体等連絡協議会は地域における支援の体制を構築するために地方組織として

の窓口が県の医師会に一本化されたので岐阜県医師会にご連絡をとり、参加する

よう要請された。 

・放射線業務における眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策について、実

施可能な被ばく低減対策への取組が進むように周知を促す厚生労働省労働基準局

安全衛生部長通知が出されたとの報告がなされた。 

・平成２９年度業務拡大に伴う統一講習会について、第１回を平成２９年５月２７

日２８日岐阜医療科学大学にて開催予定であるとの報告がなされた。 

  ウ．その他 

・平成２９年度第１回中部放射線医療技術学術大会運営委員会が平成２９年６月１

０日ハートフルスクエア―Ｇにて開催予定である旨の報告がなされた。 

   

  審議事項 

   ・武儀医師会が行う「平成２９年度がん検診促進のための講演会」の後援依頼につ  

いて、メール会議にて承認されたことの確認がなされ、全会一致で承認された。

尚、武儀医師会へ返答は事務局から送信することとなった。 

 

３－１）副会長報告                       小野木満照理事 

   ・県民公開講座について、第９回県民公開講座の収支報告を資料を提示のうえ、詳

細な説明がなされた。また、県民公開講座運営会議を平成２９年３月２８日技師

会事務所にて開催、資料を提示のうえ、第９回の反省点、収支、第１０回のスケ

ジュール（案）等について協議されたと報告がなされた。 

   ・平成２８年度熊本地震義援金について、４月２７日熊本県健康福祉政策課義援金

担当係に義援金４３,５２５円を振込んだとの報告がなされた。本件については、

平成２８年７月１５日（平成２８年度第３回理事会）にて承認されている。また、

第３２回ＪＣＲＴの際の義援金については、岐阜県技師会事業の際のものと同様

に扱うことの了承を得ているとの報告がなされた。 

   ・第１０回県民公開講座について、平成３０年２月１１日に開催予定、場所は未定。

実務担当者は消化器画像研究会、超音波研究会、放射線治療研究会、技師会理事

から選出されている。担当者会議が５月１３日技師会事務所にて開催され、後援

候補者、サブテーマ等について協議されたとの報告がなされた。 



   ・平成２９年度診療放射線業務に関する調査について、４月１５日、１５７施設に

調査依頼を行い、５月１２日回答済み施設は１１施設であるとの報告がなされた。

現在で回答期限５月１５日迄に未回答の施設に対して回答して頂くよう地域理事

から働きかけるよう依頼された。 

 

  審議事項 

   ・第１０回県民公開講座について、会場の決定は予約可能となる１１月上旬に決定

する旨の説明がなされた。サブテーマについて、３種の案が提示され、一同に諮

ったところ、「知って得するがん医療の話」で承認された。また、講演候補者につ

いて案が提示された。講演１の選出には消化器画像研究会にて決定することを一

同に諮ったところ、全会一致で承認された。尚、６月１１日までに決定事項を報

告することとなった。 

 

 ３－２）副会長報告                        橋本利彦理事 

   ・平成２８年度第２回総会運営委員会を平成２９年５月１９日岐阜県診療放射線技

師会事務所にて開催、総会進行、業務確認、総会資料配布準備等について協議し

たとの報告がなされた。 

   ・第１０回中部放射線医療技術学術大会について、第３回実行委員会を平成２９年

４月８日技師会事務所にて開催、大会ポスターの検討、大会予算案、趣意書等に

ついて協議したとの報告がなされた。また、趣意書を４月２８日印刷・発送。学

術大会会場となるじゅうろくプラザとの機材関係の打合せを４月２７日に行った

との報告がなされた。 

   ・研究会開催にあたり、会印の押印依頼のあった６研究会の案内等に押印したとの

報告がなされた。 

   ・第６８回総会の議事内容について、資料を提示の上、平成２８年度事業報告、収

支決算および監査報告、平成２９年度事業計画案、予算書、定款改正案、その他、

で進める旨の説明がなされ、その内容について確認された。 

 

 ４）事務局報告 

  ア．総務                            竹島賢治理事 

   ・岐阜県庁から委託された「女性の健康支援事業」に係る委託業務完了届、実績報

告書、経費請求書について、資料を提示のうえ、詳細な説明がなされた。これら

の書類を提出したとの報告がなされた。 

   ・新ホームページ開設に伴い、ＱＲコード付き封筒を作成、併せて、角２封筒、角

０封筒を発注した旨の報告がなされた。 

   ・第６８回総会資料を作成中であるとの報告がなされた。 



  イ．庶務                            浅野宏文理事 

   ・本会入会１名、退会３名、出産・育児に伴う会費免除１名の申請があったとの報

告がなされた。 

   ・入会、退会手続きの完了通知書について、手続き完了した旨の通知書を送付する

こととする旨の報告がなされた。 

   ・行政への提出書類について、平成２９年度事業計画に係る提出書類を平成２９年

３月３１日提出。平成２８年度事業報告に係る提出書類は平成２９年６月末日ま

でに提出予定であるとの報告がなされた。 

   ・マンモグラフィ講習会について、平成２９年１２月２日３日岐阜大学医学部附属

病院にて開催予定、日本乳がん検診精度管理中央機構へ開催申請を提出、受理さ

れたとの報告がなされた。 

 

  審議事項 

   ・本会入会、退会、会費免除申請者について、一覧を提示のうえ、一同に諮ったと

ころ全会一致で承認された。 

 

  ウ．財務                            楳田雄大理事 

   ・平成２８年度決算報告について、資料を提示のうえ、平成２９年３月３１日付け

にて決算を実施、平成２８年度３月末事業費について、事業費は７，２０４，１

２１円（公益目的事業率６０．７１％）。有給財産額５，５５０，２３８円、保有

限度額は５，７０４，１２１円等、詳細な説明がなされた。 

   ・岐阜県技師会のみの会員に対する平成２９年度県技師会費の請求について、納付

書を平成２９年５月初旬発送予定、９月末日を納入期限とする旨の説明がなされ

た。 

   ・平成２９年度賛助会員寄付の請求について、対象となる３１社に対して、納付書

を総会後に発送予定であるとの報告がなされた。９月末日が納入期限。 

   ・平成２８年度岐阜県委託事業決算報告について、資料を提示のうえ、詳細な説明

がなされた。併せて、平成２９年度事業を継続するにあたり、受診者数が増加す

るような事業としていくためにもポスター配布等協力依頼がなされた。 

 

  審議事項 

   ・夏季セミナー、チャリティボウリング大会、学術大会の各運営費について、予算

の確認がなされた。また、その執行について一同に諮ったところ、全会一致で承

認された。 

   ・地域、研究会等の予算について、各地域、各研究、分科会等で必要分予算申請し

ていただいているが、基準がない。安定した会運営を図る上でも基準を設ける必



要性があるとの説明がなされた。本件について、各地域での会員数による格差、

過去の研究会等開催実績やその参加人数、等を加味したうえで、学術教育委員会、

地域委員会にて検討、協議を進めていくことについて一同に諮ったところ、全会

一致で承認された。 

 

５）ＪＡＲＴ教育事業                       浅野宏文理事 

   ・業務拡大に伴う統一講習会について、平成２９年度第１回を５月２７日２８日岐

阜医療科学大学にて、第２回を８月１９日２０日岐阜赤十字病院にて開催予定で

あるとの報告がなされた。 

   ・平成２９年度ＪＡＲＴ基礎技術講習「Ｘ線ＣＴ」について、平成２９年度１２月

～１月に開催予定、Ｘ線ＣＴ研究会と進める旨の説明がなされた。 

   ・平成２９年度診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナーについて、本年度

も本会事業である夏季セミナーと併催、平成２９年７月８日シティホテル美濃加

茂にて開催予定であるとの報告がなされた。 

 

 ６）学術事業報告 

  ア．学術大会                          加藤秀記理事 

   ・第２０回岐阜県診療放射線技師学術大会について、平成２９年１０月２２日高山

文化センターにて開催予定。担当は飛騨地域、医療情報研究会、ＭＲ技術研究会。

会員発表、地域講演、特別講演を予定しているとの報告がなされた。 

  イ．レントゲン祭                        豊田幸恵理事 

   ・平成２９年度レントゲン祭ならびに講演会について、平成３０年２月１１日開催

予定。第１０回県民公開講座と併催予定であるとの報告がなされた。 

  ウ．セミナー                          橋本利彦理事 

   ・平成２９年度夏季セミナーについて、診療放射線技師のためのフレッシャーズセ

ミナーとの併催。内容について、プログラム案を提示のうえ、説明がなされた。 

 

  審議事項 

   ・平成２９年度診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー・夏季セミナーの

プログラム案について、一同に諮ったところ、全会一致で承認された。 

 

 ７）委員会報告 

  ア．総務委員会                         竹島賢治理事 

   ・平成２９年度第１回総務委員会を５月７日岐阜県診療放射線技師会事務所にて開

催。議事録を提示のうえ、協議内容について報告がなされた。 

  イ．地域委員会                         伊東 徹理事 



   ・特になし 

  ウ．学術教育委員会                       橋本利彦理事 

   ・世話人交代について、円滑な世話人交代と会の運営のために各研究会世話人の在

任期間を一覧で提出依頼中であり、これを基に平成２９年５月中に学術教育委員

会を開催し協議するとの報告がなされた。 

   ・研究会運営規定について、平成２９年度中に経費（第５条）、講師料等について見

直しを検討するとの説明がなされた。 

  エ．広報・編集委員会                      前野直人理事 

   ・会誌８８巻通号１２４号について、広告掲載依頼書を賛助会員含む３５社へ発送

したとの報告がなされた。また、新入会員へ会誌、会員名簿を送付したとの報告

がなされた。 

   ・広告掲載費の記載について、財務担当と会計事務所による協議の結果、消費税込

みでの金額を請求書に記載することとなったとの報告がなされた。 

   ・依頼事項として、メーカー講演の場合も講師名・所属等をプログラムに明記する

こと、プログラムと抄録との間でタイトルに齟齬がないことを確認すること、施

設名・所属を正確に記載すること、word形式にて提出すること、投稿規程を遵守

すること、座長名を記載すること、写真には所属・名前・タイトルを付けること、

提出期限を遵守すること、遅れる際は必ず連絡すること、次年度新入会員がいる

場合は会誌配布を円滑に行うために速やかに連絡すること、文苑は編集委員が依

頼する地域から提出すること、等の説明がなされた。 

  オ．広報・電子情報                       杉浦明弘理事 

   ・ホームページについて、全体案内３件、研究会・分科会・地域からのご連絡６件

の更新を行ったと報告がなされた。 

   ・地域、分科会、研究会の新ホームページ更新について、乳房画像研究会と管理士

分科会を除くすべてが更新されたとの報告がなされた。 

   ・旧ホームページの取扱いに関しての研究会等の意向について、報告がなされた。 

   ・ＪＡＲＴへリンク依頼している旨の報告がなされた。また、旧ホームページは新

ホームページからリンクして閲覧できるとの説明がなされた。 

  カ．イベント申請                        丹羽文彦理事 

   ・イベント申請について、５月２日現在、生涯教育のカウント申請５件を申請した

との報告がなされた。 

   ・次回理事会からカウントが反映しているかを報告することの説明がなされた。 

  キ．表彰委員会                        小野木満照理事 

   ・第１回表彰委員会を５月１０日～１２日までメール会議にて開催。岐阜県教育文

化財団理事長表彰２名、会長表彰（地域功労）１名の被表彰候補者について協議

したと報告がなされた。 



   ・厚生労働大臣表彰１名、岐阜県知事表彰１名、日放技会長表彰（地域役員等功労

表彰）１名、（５０年永年勤続表彰）１名、（３０年永年勤続表彰）１４名が岐阜

県技師会会員から選出され、受賞が決定したとの報告がなされた。 

 

  審議事項 

   ・平成２９年度（公財）岐阜県教育文化財団理事長表彰の結核予防事業功労者、が

ん対策推進功労者の各々１名の被候補者ならびに表彰要件等の説明がなされ、岐

阜県技師会から推薦することについて、一同に諮ったところ、全会一致で承認さ

れた。 

   ・平成２８年度（公社）岐阜県診療放射線技師会会長表彰の地域功労の被候補者１

名ならびに表彰要件等の説明がなされ、岐阜県技師会から推薦することについて、

一同に諮ったところ、全会一致で承認された。 

   ・叙勲について、叙勲受賞の潜在者を調査中であり、名誉会員２名を推薦する方向

で準備を進めている旨の説明がなされた。 

 

  ク．社会活動                          伊東 徹理事 

   ・スタッフジャンパーの新規購入について、平成２９年４月５日に１０着を発注し

たとの報告がなされた。 

  ケ．厚生                           小野木満照理事 

   ・チャリティーボウリング大会を平成２９年７月２３日美濃加茂市ＯＳボールにて

開催予定。詳細については、伊藤総務委員と調整中であり、参加者の取りまとめ

を地域理事に依頼するとの説明がなされた。 

   ・チャリティーソフトボール大会を平成２９年１０月１５日中日本自動車短期大学

グランドにて開催予定。詳細については、小野木理事、伊藤総務委員と調整中で

あり、参加者の取りまとめを地域理事に依頼するとの説明がなされた。 

   ・都道府県対抗親睦野球大会を平成２９年１１月に開催予定。場所は未定。詳細は

伊藤総務委員と調整中であるとの報告がなされた。 

   ・チャリティーゴルフコンペを平成３０年３月に開催予定。場所は未定。詳細は伊

藤総務委員と調整中であるとの説明がなされた。 

   ・平成２８年度の慶弔報告について、慶事３件、弔事９件。支出合計金額は９８，

９５８円であったと報告がなされた。 

 

  審議事項 

   ・チャリティーボウリング大会の開催日について、７月２３日に開催することを一

同に諮ったところ、全会一致で承認された。 

   ・チャリティーソフトボール大会の開催日について、１０月１５日にすることを一



同に諮ったところ、１０月１５日は西濃地域にて開催される社会活動（健康祭等）

と日程が重複するとの意見があがった。これを受け、ソフトボール大会の開催日

は再度検討することとなった。 

 

 ８）分科会・研究会報告 

  ア．管理士分科会                        丹羽文彦理事 

   ・特になし 

  イ．女性分科会                         豊田幸恵理事 

   ・ＪＡＲＴ人材育成委員会女性活躍推進班中日本ブロック役員会議が平成２９年３

月２５日愛知県診療放射線技師会事務所にて開催、代表世話人が出席。協議内容

について、資料を提示のうえ、説明がなされた。 

   ・ＪＡＲＴ人材育成委員会女性活躍推進班中日本ブロック第１０回ＣＣＲＴ内で開

催予定。内容は中日本地区の女性の会の活動について、女性分科会役員は労務支

援予定であるとの報告がなされた。 

   ・第１０回女性分科会を平成３０年１月２７日開催予定であるとの報告がなされた。 

  ウ．医療情報研究会                       西野直樹理事 

   ・第１回世話人会を平成２９年５月１２日関中央病院にて開催。内容は第２８回医

療情報研究会について、次期世話人等について協議したとの報告がなされた。 

  エ．Ｘ線ＣＴ研究会                       加藤秀記理事 

   ・平成２８年度第５回世話人会を平成２９年３月２５日中濃厚生病院にて開催、次

回研究会等について協議したと報告がなされた。 

   ・第４９回Ｘ線ＣＴ研究会を平成２９年３月２５日中濃厚生病院にて開催、参加人

数、内容等について報告がなされた。 

  オ．ＭＲ技術研究会                       萩野英俊理事 

   ・第５６回ＭＲ技術研究会を平成２９年３月１８日岐阜大学記念会館にて開催、参

加人数、その内容等について報告がなされた。 

  カ．核医学談話会                        橋本利彦理事 

   ・第５０回核医学談話会を平成２９年９月２日じゅうろくプラザにて開催予定、そ

の内容について報告がなされた。 

   ・第５１回核医学談話会を平成３０年３月１０日大垣市民病院にて開催予定、担当

は西濃地域であるとの報告がなされた。 

  キ．血管造影技術研究会                     井上康弘理事 

   ・世話人会を平成２９年３月３１日～４月２６日にかけてメール会議にて開催、平

成２９年度開催予定の研究会について協議したと報告がなされた。 

  ク．消化器画像研究会                      末松 太理事 

   ・特になし 



  ケ．超音波研究会                        中村 学理事 

   ・第４３回超音波研究会を平成２９年６月２４日久美愛厚生病院にて開催予定、そ

の内容について報告がなされた。同日、第６３回世話人会を開催予定であるとの

報告がなされた。 

  コ．乳房画像研究会                       前野直人理事 

   ・乳房画像研究会を平成２９年１０月２８日木沢記念病院にて開催予定、内容はマ

ンモグラフィの読影を中心に進めているとの報告がなされた。また、同日世話人

会を開催予定。 

   ・マンモグラフィ講習会について、平成２９年１２月２日３日岐阜大学医学部附属

病院にて開催予定。日本乳がん検診精度管理中央機構と進めていると報告がなさ

れた。 

  サ．放射線治療技術研究会                    成瀬 徹理事 

   ・第６２回放射線治療技術研究会を平成２９年６月３日岐阜県立多治見病院にて開

催予定、その内容について報告がなされた。 

 

 ９）地域報告 

  ア．岐阜地域                          萩野英俊理事 

   ・岐阜地域画像研究会を平成２９年５月３１日岐阜市民病院にて開催予定、その内

容について報告がなされた。 

   ・弔事報告１件。 

  イ．西濃地域                          中村 学理事 

   ・平成２９年第１回西濃地域世話人会を平成２９年４月２７日大垣市民病院にて開

催、第１回西濃画像研究会について協議したとの報告がなされた。 

   ・平成２９年第１回西濃画像研究会を平成２９年６月２２日西美濃厚生病院にて開

催予定、その内容等について報告がなされた。 

  ウ．中濃地域                          末松 太理事 

   ・第３８７回中濃画像研究会を平成２９年４月２６日関中央病院にて開催、参加人

数、その内容等について報告がなされた。同日、平成２９年度第１回役員会を開

催、資料を提示のうえ、その内容等について報告がなされた。尚、２題以上の会

員発表がない研究会の場合は、カウント申請がない旨が記載された出席証明書を

発行することとなった。 

  エ．東濃地域                         成瀬 徹理事 

   ・第３７６回東濃画像研究会を平成２９年４月１３日国保坂下病院にて開催、参加

人数とその内容について報告がなされた。 

  オ．飛騨地域 

   ・特になし 



 

１０）その他 

   ・第１０回中部放射線医療技術学術大会大会長より、大会開催にあたり、大会を成

功に導くため鋭意準備中であるとの報告がなされた。多くの会員の協力が必要で

ある旨の説明がなされ、協力依頼がなされた。 

   ・庶務理事より、次回理事会の開催日時について８月６日１０：００～との提案が

出され、一同これを承認した。 

 

５．講評 

   ・事業の運用を円滑に進められるよう理事、研究会、委員会等で連携をとりながら

進めていただきたい。 

   ・予算通りに事業執行できるよう計画の時点から調整し、事業を進めてください。 

   ・平成２８年度の会計および会務の監査について、監査方法を述べられた後、会計

については本会定款に基づき適正に処理され、健全なる財務運営がなされている

旨、会務については、事業ならびに会務の各運営が順調に推移していることが認

められる旨の報告がなされた。また、監査報告書は改めて提出するとの説明がな

された。                             両監事 

                                  

 

以上 


